
 
令和４年度 組織目標（部局目標） 

 

部局名 総合企画部（企画調整課）     

NO. 項目名 

１ 基本構想等の推進、高等専門学校の設置検討および大学連携の推進 

背景・課題（取り組むべき理由） 

 
（１）基本構想および総合戦略の推進 

基本構想で描く 2030 年の滋賀の姿を実現していくため、基本構想の実施計画や総

合戦略に定める取組を着実に進める必要がある。 
 
（２）高等専門学校の開設準備 

（仮称）滋賀県立高等専門学校について、設置主体である公立大学法人滋賀県立大学
とともに、令和９年度開校目標に向け準備を進める必要がある。 

 
（３）大学連携の推進 
   県内には 14 大学が立地し、計約 35,000 人の学生を有している。この集積は滋賀
県の貴重な知的資源であり、大学と地域との共創により地域課題の解決や魅力ある地
域づくりを進める必要がある。 

 

目標（今年度末に目指す状態） 

 
（１）基本構想および総合戦略の推進 

基本構想や総合戦略に基づく県の取組を着実に進めるため、コロナ禍で新たに顕在化
した課題や社会の変化を踏まえた施策の構築を進めるとともに、第二期基本構想実施計
画を策定する。 

 
（２）高等専門学校の開設準備 

（仮称）滋賀県立高等専門学校の設置場所を夏ごろまでに決定する。また、公立大学
法人滋賀県立大学が行う、新高専の学校組織、カリキュラム、必要な施設・設備などソ
フト・ハード両面の検討やそれらを踏まえた基本構想および施設整備計画の策定をサポ

ートする。 
さらに、経済界との協議体など、高専を支えるための連携体制の構築を進める。 
 

（３）大学連携の推進 
県内 14大学との連携を一層推進する。特に、滋賀医科大学、龍谷大学、立命館大学
が集積するびわこ文化公園都市の周辺地域において、大学間の研究連携や学生フレンド
リーなまちづくりを進める。 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

取組内容（事業内容） 

 

（１）基本構想および総合戦略の推進 
県民とのタウンミーティングを開催するとともに、コロナ禍において新たに明らかに
なった課題等を踏まえて、第二期実施計画の策定を行う。 
また、新たな実施計画の方向性に沿って施策構築の推進方針を定め、社会経済の変化
や国の動きなどにも機動的・柔軟に対応しながら、県民の幸せを実現するための令和 5
年度施策の構築を進める。 

 
（２）高等専門学校の開設準備 

（仮称）滋賀県立高等専門学校の設置場所については、あらかじめ審査基準の公表を
行い、まずは県有地の中で最適なものを選定したうえで市町からの提案地を含めて比較
検討を行うことで、場所を決定する。 

また、公立大学法人滋賀県立大学が行う、新高専の学校組織、カリキュラム、必要な
施設・設備などソフト・ハード両面の検討に参画し、基本構想および施設整備計画の策
定をサポートするとともに、開校に向けた財源や組織の検討を行う。 
さらに、経済界との協議を進め、高専を支えるための連携体制の構築を進める。 
 

（３）大学連携の推進 
日常から県内 14大学との意見交換を行い、課題認識等を共有するとともに、連携し
て課題解決にあたる。 
特に、滋賀医科大学、龍谷大学、立命館大学が集積するびわこ文化公園都市周辺地域
では、大学や市との意見交換、県と 3大学による研究連携協定、学生との交流などを通
じ、大学間の研究連携の推進、びわこ文化公園の活性化、学生フレンドリーなまちづく

りなど、大学、市、企業等との共創関係による魅力ある地域づくりを進める。 
 
 



 
令和４年度（2022年度） 組織目標（部局目標） 

 

部局名 総合企画部（国際課）   

 

NO. 項目名 

２ 多文化共生の推進と海外連携の部局支援 

背景・課題（取り組むべき理由） 

（１）多文化共生の推進 
・多文化共生推進プラン第 2次改定版に基づく施策の展開 
・外国人人口の増加や国籍の多様化を背景とし、外国人が抱える社会生活の様々な問 
題に多言語で対応することが求められる。特にコロナ禍における支援制度や感染防止
対策などの様々な情報について多言語による発信が必要である。また、県内におられ
るウクライナ避難民への支援が必要。 
・言葉や文化などの違いから、災害時に要配慮者となり得る外国人を支援するための
体制強化が課題。 

 
（２）海外連携の部局支援 
・コロナ禍により往来を伴う海外連携の中断や延期、外国人材の受け入れ中断期間が 
長期化。 
・「世界に開かれ、世界につながり、世界から選ばれる滋賀」を標榜。 

  ・人口 1万人あたりパスポート新規発行数も全国 11位（35件。Ｒ３年）であり、県
民の外国への関心も高い。 

目標（今年度末に目指す状態） 

（１）多文化共生の推進 
① （公財）滋賀県国際協会 HPユーザー数（外国語による）  

30,000人（令和３年度末 28,894 人） 
② 災害時外国人サポーター新規登録者数 10人（令和３年度末 総数 128人） 
③ 将来の多文化共生社会を担う人材育成にむけた県・県国際協会の連携強化 
  国際理解出前講座の実施回数 110回（令和３年度 103回） 
④ 地域日本語教育実施計画をもとに日本語学習機会の充実を図るための体制づくり 
⑤ 長期滞在するウクライナ避難民の自活に向けた支援 

 
（２）海外連携の部局支援等 
   ・「世界とつながる」取組について、そのターゲット設定を支援  庁内２事業 

・中国湖南省との友好提携 40周年(2023年)における交流事業の設計 
   ・県の各事業が世界と関係するという意識醸成 

取組内容（事業内容） 

（１）多文化共生の推進 
  ① しが外国人相談センター運営支援、外国人県民等への情報提供（新型コロナウイ 

ルス対策情報等） 
② 多文化共生講座（災害時外国人サポーター養成講座など）の実施 
③ 国際交流員等による学校等での国際理解出前講座、外国にルーツを持つ児童生徒 
への進路ガイダンス 

  ④ 地域日本語教育モデル事業の検討、日本語学習支援者養成講座の開催 
  ⑤ ウクライナ避難民各々の状況に応じて庁内連携により支援 
 
（２）海外連携の部局支援 
  ・県庁内に働きかけ、事業の洗い出しを行うと同時に、現行の県の取組、成功事例の周

知を行う。 
  ・各部局における海外関係事業支援。特に湖南省・ミシガン州に関係する事業につい

て、県誘客経済促進センターおよび経済交流駐在員を通じた事業展開支援を実施。 



 
令和４年度 組織目標（部局目標） 

 

部局名 総合企画部（県民活動生活課、人権施策推進課）             

NO. 項目名 

３ 県民の暮らしを支える幅広い協働・連携の推進と人権尊重の社会づくり 

背景・課題（取り組むべき理由） 

 
（１）幅広い協働・連携の推進 
「対話と共感、協働で築く県民主役の県政の実現のために」という経営理念の下、社会
的課題や地域的課題を解決するためには、行政だけでなく、県民、ＮＰＯ、各種団体、企
業、大学等の多様な主体と、それぞれの特性や強みを活かしながら協働を推進するととも
に、地域的課題の解決に取り組む人材を育成し、地域での活躍を定着させる必要がある。 
 
 
（２）人権尊重の社会づくり 
年齢、性別、病気・障害の有無、国籍などに関わらず、一人ひとりの多様性が認められ、
対等な関係の中で共に生きていくことのできる社会づくりを推進するためには、すべて
の人がお互いを尊重し、理解し、助け合う必要がある。 
 

目標（今年度末に目指す状態） 

 
（１）協働事業の活性化と「おうみ未来塾」卒塾生の地域での活躍 
 
① 包括的連携協定の仕組み等を活用した協働、連携の取組の推進 

  ・包括的連携協定をきっかけに、新たな価値を生み出す  
  ・協働事業の実施率を 60％以上にする 

（令和 3年 12月末現在 47.9％ 30企業（グループ・団体）618項目中 296項目） 
 

② 様々な地域課題の解決に取り組む「地域プロデューサー」の育成と卒塾生の活躍 
・「おうみ未来塾」卒塾生が地域で活躍する割合を 60％以上にする 
（平成 29年度 49.0％） 

 
 

（２）人権が尊重される社会になっていると思う県民の割合 
 
  （滋賀県政世論調査より） 

年齢、性別、病気・障害の有無、国籍などにかかわらず、一人ひとりの人権が尊重さ
れ、個性や能力が発揮できる社会（共生社会）になっていると感じますか。 

  <目標値> 
「感じる」「どちらかといえば感じる」人の割合     50％  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

取組内容（事業内容） 

 
（１）協働事業の活性化と「おうみ未来塾」卒塾生の地域での活躍 
 
① 包括的連携協定の仕組み等を活用した協働、連携の取組の推進 
包括的連携協定企業等への訪問等、連絡を密にし、新たな価値を生み出す取組等につ
いて検討を行うとともに、協定の連携項目の活性化を行う。 

 
② 様々な地域課題の解決に取り組む「地域プロデューサー」の育成と卒塾生の活躍 
「地域プロデューサー」が育つ「おうみ未来塾」の運営支援を行うとともに、「おうみ
未来塾」での学びを活かして地域で活躍し続けられるよう、卒塾生との幅広いネット
ワークづくりに努める。 

 
 
（２）人権尊重の社会づくりに向けた啓発等の推進 

滋賀県人権施策推進本部を中心に、関係部局相互の連携の下、滋賀県人権施策基本方
針に基づく様々な人権施策の総合的かつ効果的な推進に努める。 
特に、普段啓発に接する機会の少ない層や他の年代に比して人権意識が低い傾向にあ
る 30歳代等の若年層向けに、大型商業施設や公園・大学等への出前形式の啓発などの
工夫を凝らした啓発活動を実施する。 
また、新型コロナウイルス感染症や性的指向・性自認に係る人権課題、インターネッ
ト上での様々な人権侵害などが存在することから、一人ひとりが人権意識を高め、日々
の生活の中で実践を積み重ねていけるよう、気づきを促し、共感を得られる啓発を引き
続き実施するとともに、DX を活用した新たな人権啓発事業として Twitter 広告や
Facebook・Instagram広告を実施するなど、人権についての理解と認識を深めるための
啓発等の取組を進める。 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
令和４年度 組織目標（部局目標） 

 

部局名 総合企画部（県民活動生活課、ＤＸ推進課、統計課） 

NO. 項目名 

４ 
「滋賀県ＤＸ推進戦略」に基づくＩＣＴ・データを活用したＤＸの推進ならびに 
県史編さんおよび適正な公文書管理の推進 

背景・課題（取り組むべき理由） 

・人が人らしく生活し続けられるデジタル社会の実現をめざし、「滋賀県ＤＸ推進戦略」に 
基づき、県民本位の行政サービスの提供や産学官連携の推進、データを活用したＥＢＰＭ
（Evidence Based Policy Making：証拠に基づく政策立案）等、まずは県庁が率先して
取組を進めることが必要。 

 
・令和４年９月に滋賀県誕生 150 周年の節目を迎えることから、歴史的な資料を県民共有
の財産として後世に伝え、県勢発展に寄与する新たな「滋賀県史」の編さんに着手すると
ともに、令和２年４月に施行された滋賀県公文書等の管理に関する条例の趣旨を全うで
きるよう庁内での周知徹底を図るほか、現用公文書の電子化を推進する。 

目標（今年度末に目指す状態） 

１ ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）の推進 
  令和４年３月に策定した「滋賀県ＤＸ推進戦略」に基づき、デジタル技術の活用による
新たな価値創造へ向け、以下のことに取り組む。 
(1) 地域との協働によるＤＸの推進 
① 産学官連携によるビッグデータ活用提案の具体化：３件（テーマ「健康」） 
② 「滋賀県ＤＸ官民協創サロン」を活用した市町や企業のＤＸ推進等の取組支援： 
40件 
③ 誰一人取り残さないデジタル社会の実現に向けた県民による相互支援の推進： 
 「（仮称）デジタル活用サポーター」登録数 60名 
④ マイナンバーカード利活用拡大をテーマとしたアイデアソンの開催：２回 

 
(2) 庁内におけるＤＸの推進 
① デジタルで申請できる業務数：1,580手続 
② セキュリティの確保（サイバー攻撃等による事務事業への重大影響および情報流 
出の発生件数年間 0件） 
③ ＤＸ推進チャレンジャーがシステム内製化に取り組んでいる業務数：20件 

 
(3) ＥＢＰＭの推進 
① データ分析等への支援 

   統計データ等を積極的に利用し、施策構築等に活用できるよう｢ＥＢＰＭに係るデ
ータ分析･研究 支援検討会｣で助言･支援等を行った所属数：10所属 
② データ分析スキルを備えた職員の養成：研修受講者 70名 

 
２ 県史編さんおよび適正な公文書管理の推進 
(1) 県史編さんの推進 
新たな「滋賀県史」編さん大綱の策定 令和４年度中 

 
（2) 現用公文書の適正な管理の推進 

研修後のアンケートにおいて、公文書の管理に係るルールを「理解している」また
は「ほぼ理解している」と回答した文書取扱主任および一般職員の割合 100％ 

 
（3) 現用公文書電子化の推進 

現用公文書の電子化に向けたガイドラインの策定 令和４年度中 



 

取組内容（事業内容） 
 
１ ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）の推進 

(1) 地域との協働によるＤＸの推進 
① 地域情報化推進会議が収集したビッグデータを活用し、「健康」をテーマにしたデ
ータ利活用分析を行い、活用提案の具体化を目指す。 
② 市町や民間企業のＤＸ推進の取組を支援する「滋賀県ＤＸ官民協創サロン」にＤＸ
に関する専門スキル等を有する外部人材「ＤＸ推進支援員」を配置し、支援体制の充
実を図る。 
③ デジタル利用への抵抗感・リテラシー不足から生じるデジタル格差について、デジ
タル利用に長じた県民を地域の「（仮称）デジタル活用サポーター」に指名し、サポ
ーターの自発的な活動を通じた県民の相互支援によるデジタル活用の促進を図る。 
④ 地域情報化推進会議、スマート自治体滋賀モデル研究会で、マイナンバーカードの
利活用拡大に向けたアイデアソンを実施する。 

 
(2) 庁内におけるＤＸの推進 
① 各種手続がオンライン・ワンストップで完結する県民本位のサービスの実現をめざ
し、スマホでカンタンに県へ申請できる手続数を令和２年度末時点の 380 手続から
拡大する。 
② メール訓練、時宜を得た注意喚起、セキュリティ意識向上のための説明会等の実施 
③ 「社会全体のデジタル・トランスフォーメーション」の意義を正しく理解し、その 
実現を担うために必要なスキルを持ったデジタル人材を育成する。 

 
(3) ＥＢＰＭの推進 
滋賀大学データサイエンス（ＤＳ）学部と連携して、以下の２事業を実施する。 

① 庁内からのデータ収集・整備、分析手法、結果の評価等、データ分析に係る相談等
に、助言・支援を行う「ＥＢＰＭに係るデータ分析･研究 支援検討会」を年 10回程
度、開催する。 
② ＤＳ学部教員を講師にした「データ分析実践セミナー」（計４日間）を実施する。 
 

２ 適正な公文書管理の推進 
(1) 県史編さんの推進 
① （仮称）滋賀県史のあり方検討懇話会を設置し、編さんの目的、編さん対象とする
年代、県史の構成、編さんの期間および組織、県民参加の方法等を内容とする県史
編さん大綱を策定する。 

② 県立公文書館において、県政 150 周年を振り返る企画展示を複数回実施し、併せ

てホームページでのデジタル展示も行うことにより、県の歴史に対する関心を高め、
滋賀への愛着と誇りを醸成する。 

➂ 『歴史公文書が語る湖国』に掲載されている特定歴史公文書等のデジタル化を進
め、学校教育や社会教育の教材等として活用できるよう、公文書館と教育機関等と
の連携を進める。 

 
(2) 現用公文書の適正な管理の徹底 

公文書管理条例等への理解を徹底させるため、文書取扱主任のみならず一般職員向
け研修を実施する。 

 
(3) 現用公文書電子化の推進 

令和４年２月に国から示された「行政文書の管理に関するガイドライン」を参考に 
して、本県においても公文書の管理は電子媒体を基本とする旨を「滋賀県現用公文書等
の管理に関するガイドライン」等に盛り込む。 

 



 
令和４年度 組織目標（部局目標） 

 

部局名  総合企画部（ＣＯ２ネットゼロ推進課）   

NO. 項目名 

５ 「しがＣＯ２ネットゼロ」の推進 

背景・課題（取り組むべき理由） 

● 気候変動の影響が深刻化する中、本県では令和２年１月、「しがＣＯ２ネットゼロムーブメント」

のキックオフ宣言を行い、2050 年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロにすることを目指し、

県民や事業者、各種団体など様々な主体と連携して取り組んでいくこととした。 

● 昨年度、「滋賀県低炭素社会づくりの推進に関する条例」を「滋賀県ＣＯ２ネットゼロ社会づく

りの推進に関する条例」として全面改正し、「低炭素社会づくり推進計画」と「しがエネルギービ

ジョン」を一本化して改正し、「滋賀県ＣＯ２ネットゼロ社会づくり推進計画」として策定。 

● 同計画では、2030年度の温室効果ガス排出量を 2013年度比で 50％削減するという、国の削

減目標 46％を上回る野心的な中期目標を掲げたところであり、今後、同計画に掲げる施策の柱

に基づき、着実に取組を進めていく必要がある。 

 

目標（今年度末に目指す状態） 

（１）県独自施策による温室効果ガス（GHG）排出量の削減 

◎排出削減量 ▲9,449 t-CO2（2022年度） 

 

（２）「しがＣＯ２ネットゼロムーブメント」による気運醸成 

プラットフォームの構築等により、個々の県民や事業者が直面する気候変動に対する危機意識を

共有し、ＣＯ₂ネットゼロ社会に向けた取組が「自分ごと化」され、主体的な行動につながっている。 

 ◎ムーブメント賛同者 75,102名(R３末) ⇒ 113,000名(R４末) 

 

取組内容（事業内容） 

 

（１）新たな条例および計画に基づく取組の着実な推進 

◆ 改正条例に基づく事業者行動計画制度等の適切な運用を図るとともに、新たな計画に基づき、

①CO₂ネットゼロにつながる快適なライフスタイルへの転換           【▲1,347ｔCO₂】 

・住宅に対する直接支援（スマート・エコハウスの普及促進） 

②自然環境と調和する CO₂を排出しない地域づくり             【▲5,627ｔCO₂】 

・次世代自動車の普及促進（次世代自動車および充電インフラ設備の導入支援） 

・事業者に対する直接支援（省エネ・再エネにかかる相談・導入支援）  

・事業者の行動変容（事業者行動計画書制度の推進と企業への伴走支援） 

③革新的なイノベーションの創出                      【▲1,100ｔCO₂】 

  ・イノベーションの創出（水素社会の構築等） 

④CO₂ネットゼロ社会に向けたムーブメントの創出              【▲1,375ｔCO₂】 

  ・県民の行動変容（スポーツ・学校におけるゼットゼロの取組） 

・モデル地域の育成（脱炭素先行地域づくり支援） 

などについて、新たに創設した「CO2ネットゼロ社会づくり推進基金」も活用しながら、知事

を本部長とする「しが CO2ネットゼロ推進本部」や「庁内プロジェクトチーム」等を通じて、全



 

庁的に実効性の高い施策を積極的かつ着実に講じる。 

その他、気候変動適応策および県庁率先行動計画を推進するとともに、将来の計画改定を見据

え、再生エネルギーの可能性、更なる普及について検討を進める。 

 

（２）「しがＣＯ２ネットゼロムーブメント」による気運醸成 

◆ シンポジウムやワークショップ等の開催、新たに設置するプラットフォームサイトやコンソー

シアムの構築・運営、びわ湖カーボンクレジットの創出・活用等により、県民や事業者の取組の

「見える化」と先進事例の横展開を図ることで、さらなる気運醸成と行動変容に繋げる。 

◆ 県や市町も含めて多様な主体間の意見交流を活発に展開することにより、「しがＣＯ２ネットゼ

ロムーブメント」を県民総ぐるみの取組として強力に推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

滋賀県 令和４年度当初予算案

ムーブメント推進事業

基本構想実施計画4-(2) 気候変動への対応と環境負荷の低減

【予算額 44.2百万円】

びわ湖カーボンクレジット普及促進事業 【6.1百万円】

ムーブメント加速化推進事業【19.0百万円】

地球温暖化防止活動推進センター運営事業【19.2百万円】

理解と関心 行動 定着と拡大

・「しがＣＯ₂ネットゼロムーブメント」の十分な認知。
・県民・事業者にとっての「じぶんごと」化。

・自分自身が何をやればよいか、何ができるかを把握。

・県民や企業と連携して行う取組を推進し、取組規模を拡大。
・取組に興味を持ってもらえるようなきっかけとなる入り口を構築。
・賛同後の情報発信、賛同者の声を聞く・発信する仕組み等の構築。

認知
不足

スキーム
構築

抱える課題 Ｒ4年度取組の方向性

「しがＣＯ₂ネットゼロムーブメント」の更なる広がりへ

◇ 【新】プラットフォーム整備運営事業

◇ 【新】ムーブメント推進強化期間事業

◇ ネットゼロワークショップ事業

◇ ＣＯ₂ネットゼロみらい賞表彰事業

◇ 【新】コンソーシアム組成事業

◇ 【新】事業者のクレジット創出支援補助

◇ 【新】登録制度の設立
◇ 【拡】地球温暖化防止活動推進センター活動支援

◇ 普及促進啓発資材作成

◇ 【新】県の補助金制度を活用したクレジット創出事業

■ 情報を一元化するインターネットプラットフォームサイト設立
・ＣＯ₂ネットゼロをわかりやすく「見える化」
・賛同者の「情報発信・交流」の場を醸成
・県民参加型キャンペーン実施
・取組事業者のマッチング（びわクレ含む）

総合企画部 ＣＯ₂ネットゼロ推進課
(内3092)

「見える化」、「情報交流」の促進

集中的な啓発活動

ＣＯ₂ネットゼロアクションの促進

■ ムーブメント賛同者等によるコンソーシアム会議を開催
・賛同者のゆるやかな連合体を形成
・官民双方間の情報交流

ＣＯ₂排出量の「見える化」、排出削減・吸収増加活動の促進

拡 拡

拡

ライフスタイルの変容・普及啓発の下支え

■ 集中した啓発活動を実施
・しがＣＯ₂ネットゼロフォーラム
・次世代自動車普及イベント

・省エネ、再エネ由来のクレジット創出費用を補助
・森林由来のクレジット創出手続きを支援、費用を補助

・補助金制度によるCO₂削減量をクレジット化 ⇒ 県自らクレジットの創出者に

バーチャル

リアル

クレジットの
創出・活用の
両輪を支援

・市町イベント等での普及啓発
・CO₂ネットゼロ出前講座
・家庭向け「うちエコ診断」
・地球温暖化防止活動推進員の活動支援

ムーブメントキックオフ宣言から３周年
（2023年１月）に向け、2022年12月
から１月を推進月間とし、集中的に活動

■ 先進的な取組や技術・製品を表彰
・表彰取組について広報し、横展開を図る

・しがＣＯ₂ネットゼロムーブメント推進支援
・企業向けセミナーの実施
・ロゴマーク活用事業
・びわクレ倶楽部支援

企業、県民への草の根
的な普及啓発を実施

CO₂ネットゼロ
の拠点を整備

県民にＣＯ₂ネットゼロが浸透、一人ひとりの取組が拡大

しがＣＯ₂ネットゼロムーブメントの本格的な拡大へ！

ＣＯ₂ネットゼロ
にコミットする
取組を促進

■ 「じぶんごと」化するためのワークショップ開催
・地域の若者や事業者等による
CO₂ネットゼロに向けた解決策を検討

CO₂ネットゼロ
の資金循環

×

活用商品開発

CO₂ネットゼロの
走り出しを支援

ＣＯ₂ネットゼロ
を身近に

3


